
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 61,345,938   固定負債 31,624,217

    有形固定資産 56,305,267     地方債 27,403,142

      事業用資産 28,173,717     長期未払金 755,304

        土地 10,980,853     退職手当引当金 3,465,771

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 42,365,294     その他 -

        建物減価償却累計額 -25,895,359   流動負債 3,334,290

        工作物 573,964     １年内償還予定地方債 2,744,944

        工作物減価償却累計額 -26,967     未払金 307,875

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 225,623

        航空機 -     預り金 55,849

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 34,958,507

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 175,933   固定資産等形成分 66,669,672

      インフラ資産 27,493,791   余剰分（不足分） -34,187,349

        土地 211,493

        建物 88,131

        建物減価償却累計額 -42,748

        工作物 51,973,553

        工作物減価償却累計額 -24,861,077

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 124,438

      物品 1,440,692

      物品減価償却累計額 -802,934

    無形固定資産 118,652

      ソフトウェア 118,652

      その他 -

    投資その他の資産 4,922,018

      投資及び出資金 1,307,632

        有価証券 183,090

        出資金 565,808

        その他 558,734

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 369,151

      長期貸付金 131,439

      基金 3,356,227

        減債基金 -

        その他 3,356,227

      その他 -

      徴収不能引当金 -242,430

  流動資産 6,094,893

    現金預金 733,482

    未収金 41,226

    短期貸付金 25,187

    基金 5,298,547

      財政調整基金 3,829,219

      減債基金 1,469,328

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,549 純資産合計 32,482,324

資産合計 67,440,831 負債及び純資産合計 67,440,831

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 16,058,525

    その他 465,493

  臨時利益 9,966

    資産売却益 9,966

    資産除売却損 32,967

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 15,470,524

  臨時損失 597,967

    災害復旧事業費 99,506

  経常収益 653,166

    使用料及び手数料 294,142

    その他 359,024

      社会保障給付 2,922,675

      他会計への繰出金 1,477,473

      その他 3,615

        その他 122,993

    移転費用 7,394,849

      補助金等 2,991,086

      その他の業務費用 346,391

        支払利息 221,811

        徴収不能引当金繰入額 1,586

        維持補修費 536,646

        減価償却費 1,995,101

        その他 -

        その他 256,140

      物件費等 5,259,870

        物件費 2,728,123

        職員給与費 2,640,818

        賞与等引当金繰入額 225,623

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 16,123,690

    業務費用 8,728,841

      人件費 3,122,581

行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 42,725,220 75,213,291 -32,488,071

  純行政コスト（△） -16,058,525 -16,058,525

  財源 16,743,837 16,743,837

    税収等 12,304,031 12,304,031

    国県等補助金 4,439,806 4,439,806

  本年度差額 685,312 685,312

  固定資産等の変動（内部変動） 2,486,551 -2,486,551

    有形固定資産等の増加 4,979,963 -4,979,963

    有形固定資産等の減少 -2,028,068 2,028,068

    貸付金・基金等の増加 92,537 -92,537

    貸付金・基金等の減少 -557,881 557,881

  資産評価差額 626,238 626,238

  無償所管換等 -11,554,446 -11,554,446

  その他 - -101,961 101,961

  本年度純資産変動額 -10,242,896 -8,543,618 -1,699,278

本年度末純資産残高 32,482,324 66,669,672 -34,187,349

純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 53,195

本年度歳計外現金増減額 2,654

本年度末歳計外現金残高 55,849

本年度末現金預金残高 733,482

    その他の収入 -

財務活動収支 1,300,865

本年度資金収支額 -75,999

前年度末資金残高 753,631

本年度末資金残高 677,633

  財務活動支出 3,061,935

    地方債償還支出 3,061,935

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,362,800

    地方債発行収入 4,362,800

    貸付金元金回収収入 25,783

    資産売却収入 14,646

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,065,491

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,018,008

    国県等補助金収入 1,445,482

    基金取崩収入 532,098

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,083,500

    公共施設等整備費支出 4,979,963

    基金積立金支出 92,537

    投資及び出資金支出 11,000

  臨時支出 99,506

    災害復旧事業費支出 99,506

    その他の支出 -

  臨時収入 23,171

業務活動収支 1,688,627

  業務収入 15,900,954

    税収等収入 12,307,567

    国県等補助金収入 2,971,153

    使用料及び手数料収入 312,723

    その他の収入 309,510

    移転費用支出 7,394,849

      補助金等支出 2,991,086

      社会保障給付支出 2,922,675

      他会計への繰出支出 1,477,473

      その他の支出 3,615

    業務費用支出 6,741,142

      人件費支出 3,126,889

      物件費等支出 3,269,449

      支払利息支出 221,811

      その他の支出 122,993

資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 14,135,991
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